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■コスパ良く雑記ブログの収益を

月収20万、30万と加速させるには？

■目指せ1記事15分！仕組化を強化する

二つのポイント！

■約50人のデータから分かった

最短で結果を出す人の共通点！



■コスパ良く雑記ブログの収益を

20万、30万と増やすには？



■年末ネタが落ち着き、

いよいよ2022年が始まりますね！

■月収10万以上稼ぐ人も増え、

今後は商標ブログ、情報発信、特化ブログと

さまざまな新しいことにチャレンジしていき
ましょう！



■じゃあ雑記ブログはどうする？



■雑記ブログは雑記ブログで育てていくと、

安定的に収益が出るので美味しい！

■雑記ブログで稼いだ収益を、

中古ドメイン代や新規ブログの外注代など

別ジャンルのブログを作る資金にするのがおすすめ！

■ポイントはお金でお金を回す！

お金を将来のキャッシュに回そう！



■雑記ブログについて、

福袋の前は多くはインフルエンサーネタを
狙っていたと思います。



■インフルエンサーネタのメリットを復習！

・上位表示難易度が低い

・狙いどころが無数にある

・外注と相性が良くてコツコツ積み上げていける

・アクセスを集めやすいので、

結果が出るまでが比較的早い

・安定力がある

・時代に合っている



■インフルエンサーネタのデメリット

広告単価が低い



■もちろんyoutuberだけで

月収20万、30万まで持っていくのもアリ。

■ただインフルエンサーネタをベースに

別のネタを狙っていく手もある！

⇒インフルエンサーネタの安定力を活用！

■目安：3000PV、できれば5000PV以上、



■では、どんなネタを狙う？



■ASPが絡められるネタを狙う！

出口から逆算して考える作戦！



■季節ネタ

季節ネタはたくさんあるが、インフルエンサー
ネタと組み合わせるなら、美味しいものだけ狙
えば良い。

・4月：ＧＷネタ

・8月：花火ネタ

・12月：福袋ネタ



■今年のポイント（現時点）

・旅行需要を狙う

⇒これまで溜まっていた旅行欲求

・GoToなどが重なれば最強

例：中古ドメイン×Gotoで月収200万



■ただしコロナ次第なので、1月は様子見。

旅行需要が伸びそうなら2月ごろから外注さんを
使って一気に入れるのが無難。

■今回は前もってどんなネタを

どんな感じで狙うのかを前もって抑えておきま
しょう！



ＧＷネタ



ＧＷネタ

■狙うキーワード

○○ GW 2022 日程

○○ GW 2022 混雑

○○ 混雑

※GWを付けると、一気に上位表示難易度が下がる

※混雑は個人ブログで上位表示させやすい

■とにかくネタが豊富

ブログが強いと「○○ 混雑」でもひかかって、

割と年中アクセスがある。



■「コストコ gw 混雑」でも・・・

「savings.com」が上がってしまほど相当弱い



ワーク1：補足（めちゃくちゃ重要）

■問1

「混雑」というキーワードが狙いやすい理由
をしっかりと言語化できますか？

何となく上位取れるのは知っている人もいる
はず。

では何で？



■答え

「答えが曖昧」なもの。

「答えが無い（出にくい）」もの。

■例

・口コミ

・彼女

・発売されていない（予約がまだの）福袋

・・・

こういった“本質”抑えておくといろんなネタや

アイディアが出てくる！



■例えば商標ブログもそう。

「販売店」が無いから、

化粧品などのジャンルなのに

上位表示難易度が低い



GWネタ

■記事の書き方

○○のGW2022の混雑情報！

見出し：○○のGW2022の日程は？

見出し：○○のGW2022の混雑情報は？

＋

・セールの場合：戦利品、口コミ、割引率など

・アミューズメントパークの場合：待ち時間など



■ちなみにブログが強い人は、

安定ネタとして「混雑」で狙うのもアリ！



■ショボいブログだけど、意外とアクセス
あから面白い（笑）

https://mamyudapao.com/



■11月末と比べるとアクセスが2倍になっている。

恐らく今月10万PV、1日3000PVほどはあるはず。



■ASPを訴求していないので、しっかり訴
求すれば、このPVでも

月収5万は取れるはず。

今コロナ禍の「混雑」というキーワード
でこの感じなので、旅行需要が

いつも通りに戻るだけでも収益はどうな
るか・・・

美味しい（笑）





またまた余談

■コストコの特化ブログは意外と行けそう。

こっちもショボいのにビックキーワードで

個人ブログが上位取ってる。

angieoz.com/





■意外と

「コストコバーベキューコンロ」といった

ボリューム高＆商標キーワードで取れてる！

■「コストコバーベキューコンロ」で今のところ4位

ウーバーサジェスト

検索ボリューム1600の商標キーワード！

■なのに口コミすらない。。。

ただアフィリエイトを張っているだけの記事

■ASP絡めれば結構収益取れそう！







補足：yahooの関連ワード

■問2

yahooの関連ワードと

Googleの関連ワードの違いを言えますか？



■違いは関連ワードの入れ替わり時期

特に「関連ワードが残る期間」が全く異
なる。

・Yahoo関連検索ワード：原則１日に１回

・Google関連キーワード：３ヶ月に１回

（年に４回、遅いと７ヶ月間隔）



■注意点

・「混雑＋日程」で狙うと、

内容が被りやすいので注意。

・昨年需要が無かったので、yahooの
関連ワードは残っていない



花火ネタ



花火ネタ

■狙うキーワード

○○ 花火 2022 日程

○○ 花火 2022 穴場

○○ 花火 2022 屋台（人気な場所）

○○ 花火 2022 駐車場

○○ 花火 2022 混雑

■広告

アドセンス＋楽天トラベル

■狙いどころが無数にある

ある程度マイナーなところでもアクセスが来る



■キーワード

キーワードはラッコを参考にするのもアリ。



■ネタ

ネタはいろんな探し方があるが、客観的にみられる方
法がおすすめ！

・youtubeチャンネル

https://www.youtube.com/c/ChannelAGG/videos



・ランキング

https://hanabi.walkerplus.com/ranking/

https://hanabi.walkerplus.com/ranking/


記事の書き方

■以下が基本パターンで、

あとは花火大会によって微妙に内容を変えていく。

見出し：○○の花火大会2022の日程は？

見出し：○○の花火大会2022について！

（概要）

見出し：○○の花火大会2022の混雑情報！

見出し：○○の花火大会の駐車場は？

見出し：○○の花火大会2022の穴場スポットは？



■基本はインフルエンサーネタのベースに

どんなASPを組み込めるか？という発想。

季節ネタ以外にも

・インフルエンサー×ASP

・商標以外の新しい商品ネタ等

等も検討中なので、

まだインフルエンサーネタで1日5000PV安定まで

行っていない人は、

まずはここに集中するのがおすすめです！



■目指せ1記事15分！

仕組化を強化する二つのポイント！



■現在1記事入れるのに

どれくらい時間がかかっていますか？



■インフルエンサーネタであれば、

外注を使って1記事長くとも30分以内に入れる！

こうやって時間を切って記事入れしましょう！



■重要なことなので、少し復習



仕組化とは？

■仕組化の流れ

自分の頭の中、やってほしいことをアルゴリズムにする

⇒

手順書（マニュアル）にまとめる

⇒

相手に実行してもらう

⇒

振り返り

⇒アルゴリズムの修正



外注の仕組化の流れ

■外注の仕組み構築のアルゴリズム

ステップ1：横展開できるネタを選ぶ

ステップ2：テンプレを作る

ステップ3：自分で1記事書いて流れを確
認

ステップ4：マニュアルの作成

ステップ5：ライターの募集

ステップ6：仕組みの強化



仕組みの強化

■とにかく「PDCA」を回しながら、

少しずつかかる時間を減らしていく。

・外的問題

毎回質問がくること、ライターさんが苦手とすること

・内的問題

仕組みの中の、無駄な部分を徹底排除！



今回は内的部分を強化！

■「3分を縮める努力をする！」

■作業の“見える化”



■「3分を縮める努力をする！」

少し前にした、この話を覚えていますか？



■タクシードライバーに転職した

鈴木さんの話

■一般的な新人タクシードライバーの売上：

1日4～5万円が平均値。

■鈴木さん：

勤務初日から8万円を稼ぎ、5日目には11万円、
3カ月経つころにはひと月で109万円





■記事更新について、

“3分”を生み出すためにおすすめなことを紹
介！

■それが、

記事のテンプレを用意し、

素早く使える状態にしておくこと！



記事のテンプレ

■メリット

・ライターさんのミスが減る

・均一の記事が仕上がる

・横展開型ネタと相性が良い

■デメリット

・準備に時間がかかる・・・

テンプレを作って、毎回記事を作るたびに

ライターさんのアカウントに入れる、

もしくはライターさんにコピーしてもらう・・・

この手間を省きたい！



■例えば

テンプレの内容を後で微妙に変えたい時

ライターさんが10人いたら、テンプレを書き
換えた後全員に配ったりかなり面倒。

同じく新しいパターンのテンプレを

追加した時も面倒・・・



TinyMCEテンプレートがおすすめ！

■あらかじめwordpress上に記事の雛形を設定してお
くことで、あとからワンクリックでテンプレを表示さ
せることができる。



■TinyMCE Templatesで検索



■インストールするとサイドバーに「テンプレート」が出
てくる。



こんな感じで一覧が出てきて編集できる



■ライターさんのアカウントからはこう見える



■注意、編集者以上のアカウントでしか

テンプレを使えない

⇒しかし編集者アカウントを渡すと

誤って「投稿ボタン」を押されるリスクがある

例：パーマリンク日本語のままにアップされた汗



■ではどうすれば良いか？

⇒User Role Editorを活用！



■User Role Editor

ワードプレスのユーザーの権限を自由に変更できる。

■例：

編集者だけど投稿ボタンを封じる！

編集者だけど記事削除を封じる！



■手順

📌ステップ1：

ライターさんのユーザー権限を「投稿者」
に変更！

📌ステップ2：

投稿者の権限に対してUser Role Editorを
使って投稿権限を奪う！



■ステップ1：投稿権限を奪う

■wordpress管理画面左サイドバー

「ユーザー」⇒「ユーザー一覧」

⇒「各ユーザーをクリック」



■終わったら保存



■ステップ2：投稿者の権限に対してUser Role Editor

を使って投稿権限を奪う！

■User Role Editorをインストール＆有効化！



■「ユーザー」⇒「User Role Editor」をクリック



■投稿者をクリック。



■「publish_posts」のチェックを外す。

すると「投稿」ボタンを押せなくなる。



■シークレットウィンドウを開き、ライター
さんのアカウントでログインしてみると良い。



■補足

・テンプレは複数組み合わせて入れ子にできる。

例：

プロフィールのテンプレ＋学歴のテンプレ

⇒プロフィール＋学歴のテンプレ

日程情報のテンプレ＋混雑情報のテンプレ

⇒日程情報＋混雑情報のテンプレ



■注意点

・一度権限を変更したら、もしプラグインを使う
のを辞める場合、一旦権限を戻してからプラグイ
ンを消すこと。

プラグインを消すだけだと、変更された権限は

残るから。



作業の見える化！

■作業の見える化！

・何を発注しているか

・進行具合はどうか？

・誰に頼んでいるか？

・今何記事終了しているか？

外注化に対して、しっかり把握できるように
しておく。



■では最も効率が良いのは？

■作業管理表を作る！



 【画像】



■あくまで、自分に合った、

自分が使いやすい管理表を作る

ただし、客観的に見てわかることが前提

⇒会社の先輩の名言：昨日の自分は他人（笑）



■見える化する

⇒

目標との差分が明確になる

⇒

問題点が見えやすくなる

⇒

具体的に対処法を考えられるようになる。



■NG例

今月は時間が無かったので記事が入れられま
せんでした。

来月は最低でも60記事入れます。

⇒原因と差分を明確にしていない。

恐らく来月も変わらない。



■良い例

今月はライターAさんとBさんが1か月で10記
事入れてくれると思っていたが5記事ずつ
だった。

来月はライターさんを2名増員し、 10日まで
はAさんとBさんの様子を見ながら記事数のバ
ランスを見る。

もし10日までに～～だったら～～～

⇒進捗率、目標との差分を明確にし、

どうすれば達成できるか考える。



■仕組化

・同じ質のコンテンツを常に作れる！

→無駄な工数が減る。

・新しい時間が作れる！

→新しい種を蒔ける。

仕組み化を“やること”ではなく、

コスパ良く稼ぐため言うのを忘れない。



“なんちゃって仕組化”にならないよう
に、

■「3分を縮める努力をする！」

■作業の“見える化”

ここをしっかり押さえて

コスパを追求していきましょう！



■約50人のデータから分かった
最短で結果を出す人の共通点！



■みなさん2022年がやってきますね！

・月30万以上安定的に稼ぐ！

・今年こそ情報発信をする！

・新しいジャンルのブログに挑戦する！

いろいろ目標はあるかと思います。



■なので、今回は2022年、

・この調子で収益を伸ばして行きたい！という人も

・再スタートを切って結果を出したいという人も

このタイミングで抑えておいてほしいことをお伝え
します！



■50人ほど指導してきて分かった

成功する人と苦戦する人の違いは何だと思いますか？

だいたい上手く行く傾向が分かってきた。

■客観的に見てきて

「能力・・・」はほぼ関係ないです、いや本当に。。



■違いは・・・

「初めの1~2か月でスタートダッシュ
を決められるか」

です！



■上手く行く人のパターン

初めの1~2か月目でアクセルを踏める

⇒小さな結果が出る

⇒“実感”する＆“自信”が付く

⇒もっとやりたくなる

・・・

好循環

⇒3か月目にはブログが強くなったり

行動による「視野」が広がっている



■上手く行かない人のパターン

1か月目：上手くいくのかな？行くかもな？行
かないかもな？

2か月目：上手くいくのかな？行くかもな？行かないかもな？

3か月目：上手くいくのかな？行くかもな？行かないかもな？

・・・ずっと繰り返しながら、

少しずつモチベーションが下がっていく。



■初めに一気にアクセルを踏むことで

「結果の実感＋行動してきて見えてくるもの」

が手に入る。

ここで得る収益より、実は”経験“の方が、

後に大きな収益さを生む。



■とは言っても、僕らはロボットではない・・

初めの2か月間走り切るために

“重要な考え方”をお伝えしていきます！



■重要なのは以下の3つ！

・環境

・エネルギー

・積極

「環境」は常にお伝えしているので、

今日は他の二つ！



■エネルギーの話！

これは特に最近凄く重要だと思うこと。

僕らは行動をする際

「エネルギー」を必要とする

（ポケモンのHPみたいなもの）



エネルギー

感情 仕事 作業 遊び



■エネルギーはいろいろなことに使われる

・仕事

・作業

・感情

・遊び

・・・

■実はこの中で一番ヤバいのが”感情“



■特に、ネガティブな感情

焦り、怒り、恐怖、孤独、恥・・・

そして注意したいのが

自己嫌悪！



■チョコボールの話



■つまり、決めたことをやらないと、

どんどんエネルギーは下がっていく。

■逆に続けることで、達成感というエネルギーを増
やすことができる！

■これって普段ゴリゴリ作業している人は

何となく理解しているかも。



■まだがっつりエンジンをかけた経験が無い
人は一度それを意識して、この2ヶ月間取り
組んでみましょう。

■少なくとも、決めたことをしっかり行動し
たら、

・単に疲れて行動が止まるのか？

・嬉しい感情で継続できるのか？

自分の目で確認できます！



積極

■これも凄く大事。

要するに同じ物事に対して

「前のめり」かどうか。

■これはブログ以外すべて一緒。

・仕事、家事、自分の中で

“やらなきゃいけない”もの。



■こういったものも考え方次第で

“やりたくないこと”から

“やりたくなる”ことに代わる

■れんの場合

大学院生の頃のブログ：



■例えば

・ブログ記事の投稿数をカウント

⇒共有、とあるコンサル生が・・・

・1記事何分で入れられるか

・いかに自分が何もせず記事をアップできる仕組みを作る
か



■同じやるなら、面白いと思ってやる方が楽
しいしのびる

⇒勉強が得意な子は能力が高いのではなく、

楽しいと思えたかどうか

例：れんの場合

学生時代：国語×

今：？



■それではみなさん、

2022年の目標を立てたら、

エネルギー漏れを防ぎつつ

前のめりで行動していきましょう！



■ご清聴ありがとうございました！


